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ラテンアメリカにおけるネオリベラリズム

ーその持続可能性について－

神戸大学経済経営研究所西島章次

第１節はじめに

1990年代のラテンアメリカ諸国は、「ネオリベラリズム（新経済自由主義）」

に基づく戦略へと転換し、急速にマクロ経済の安定と成長率の回復を実現してき

ている。８０年代とは対照的な良好な経済パフォーマンスによって、いまやラテン

アメリカはアジア諸国と並ぶエマージング・マーケットとして世界から注目を浴

びている。

しかし、国家介入と保護政策からネオリペラルな自由化政策へと、極端から極

端へと振り子が振れた経済政策の転換には、様々な問題点が内包されていること

を否めない。一つの顕著な事例は、1994年末から95年始めにかけて発生したメキ

シコの金融危機であり、ネオリベラリズムの典型的な成功例と目されていたメキ

シコであっただけに、世界に大きなショックを与えた。ラテンアメリカのネオリ

ベラリズムが一定の成果をあげつつあることは疑うべくもないが、依然としてそ

のプロセスにあることも事実である。このようなラテンアメリカのネオリベラリ

ズムに関しては、様々な観点からの研究課題が存在するであろう。いくつかを列

挙すると以下の通りである。

①ネオリベラルな経済政策は果たして持続可能なのか

②望ましい経済成果を短期的にも長期的にも実現しうるのか

③ネオリベラリズムはラテンアメリカ固有の経済的特質に適合する枠組みなの

か

④ネオリベラリズムにおける政府の役割とは何か
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⑤ネオリベラリズムと整合的な政治的体制とは何か

⑥果たしてこのような政治体制へと転換しうるのか

⑦民主的政治体制への確立過程に対していかなる影響をもたらすのか

⑧ネオリベラリズムの進展はどのような社会的影響を有しているのか

本稿の目的は、ラテンアメリカを席捲しているネオリベラリズムの経済的問題

を明らかにすることにあるが、ネオリペラルな経済政策の持続可能性の問題に焦

点を当てて理論的な考察を行い、次いでネオリベラリズムを追求してきた代表的

な国であるブラジル、メキシコ、チリの経験を検討することによって、その検証

としたい。

第２節ネオリベラリズムの諸問題

ネオリベラリズムに立脚する経済政策改革の特徴は、最も単純化すれば、

①マクロ経済安定化

②財市場・資本市場の自由化

③政府・公的部門の役割の縮小

を骨子とし、これらを通じて効率的な資源配分を達成することを目的としている○

既に、ネオリペラリズムに基づく経済改革によって多くの国々で経済安定化が実

現され、また貿易自由化、金融自由化、様々な規制緩和、民営化などが予想以上

に速いスピードで進展しており、1990年代の良好な経済パフォーマンスの基本的

条件を作り出していることは否定できない。

第１のマクロ経済安定化は、一般的な議論によれば上の②、③に対応する構造

調整の前提条件であるとされている。マクロ不安定、とくにインフレーションは、

価格の高進と変動をもたらすことによって、価格が市場の正しいシグナルとなる

ことを妨げ、資源配分を誤らせるからである。さらに、金融仲介機能に障害が生

じ長期の信用が低下すること、税収に時間的ラグが存在するためインフレーショ

ンによって税収の実質的価値が低下すること、輸入インフレを避けるために為替

レートの切下げが十分に出来ないこと、またインフレ・ヘッジのために財テク投

資が過大となり実物投資が阻害されること、などの問題がある。また、国際収支

危機は、輸入制限、関税の引き上げなどを不可避とし、貿易自由化を後戻りさせ
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るなどの問題を有している。したがって、理論的には、これらの弊害をもたらさ

ないために、まず経済の安定化が実現されるべきという議論となり、安定化から

自由化などの榊造調整へというシークエンスが示唆される。

第２の財市場・資本市場における自由化の目的は、種々の保護政策の撤廃や規

制緩和を実施することにより、政策的につくりだされた相対価格のデイストーシ

ョンを減少させることにある。とくに、以下の諸効果が期待される（Rod｢ikp99

5]）。

①自由化は資源配分の誤りによる静学的な非効率性を減少させる

②学習効果、技術変化を可能とし、経済成長を促進する

③自由化されたシステムは対外的ショックをうまく克服しうる

④資源配分を歪めるレントシーキングの余地を少なくする

などである。

第３の政府・公的部門の縮小は、いうまでもなく、政府系企業などのより直接

的な市場介入を排除し、資源配分を改善することを目的としている。とくに、民

営化は極めて重要な課題であり、政府系企業が支配的となっている重要な産業部

門の生産効率を改善すること、政府系企業の赤字を補填することから生じる財政

赤字を軽減すること、市場の競争化を促進することなどのために不可欠である．

ラテンアメリカ諸国のように輸入代替期に多数の政府系企業を設立し、非競争的

な市場構造を作り出してきた経済においては、民営化の持つ意味はとくに重要で

ある。

しかしながら、ネオリペラルな経済政策の遂行には様々な問題点が存在してい

る。以下、基本的問題のいくつかを検討しよう。

（１）自由化と経済安定化との関係

既にみたように、経済安定化から自由化へというシークエンスが望ましいにも

かかわらず、現実には1985年のボリビア、1987年のメキシコ、1990年のペルー、

アルゼンチンに見受けられるように、マクロ的に不安定な時期に自由化が実施さ

れるケースが多い。基本的には、ＩＭＦや世界銀行による債務危機に対する調整

政策が包括的な性格を有していたことにもよるが、深刻な経済危機の後にはラデ

ィカルで広範な経済改革が実施可能であり、ラディカルな改革は過去を断ち切り、
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これまでの政府、経済政策とは異なることを民間に認識させるのに有効であり、

政策にクレディビリティー（信頼性）を持たせることができるからである。

しかし、自由化と安定化の関係は単純ではない。貿易自由化は関税などの貿易

障壁を低下させ、輸入価格を低下させると同時に、輸入財産業の競争を促進させ、

一般物価を低下させる有効な要因となる。この意味で、自由化は安定化と補完的

である。しかし、自由化すれば輸入が拡大すること、競争力が速やかには改善し

ないため輸出の拡大が遅れることから、貿易収支が悪化する。このため、為替レ

ートの切下げが必要となる。だが、為替レートの切下げは、ディス・インフレの

途中においては問題となる。とくに、為替レートがアンカーとしてインフレ抑制

に機能しているとき、切下げは安定化の放棄とみなされ、安定化のクレディビリ

ティーを損ねる。このため、安定化の初期には為替レートの切下げがなされず、

過大評価とならざるを得ない。過大評価の為替レートを維持するためには、必然

的に海外からの資金流入に頼ることになる。現在、ラテンアメリカ諸国の多くが

大量の海外資金流入に依存しているのは、決して偶然ではない。

また、自由化と安定化政策の持続可能性に関して、以下の問題を考慮しなけれ

ばならない。需要抑制的な安定化政策と自由化政策が同時に実施されると、非貿

易財産業、輸入競争財産業は両方から不況効果によって深刻なダメージを受ける。

そもそも資源配分において、産業間の資源移転はスムースではなく、産業調整に

は時間を要する。このような経済にあって、安定化政策によって経済全体が引き

締められ、また貿易自由化によって海外と競争にさらされれば、これらの産業は

深刻な不況に陥る。1970年代のアルゼンチンやチリの経験からも明らかである。

また、金融自由化に関しても、資本逃避、ドラライゼーションをもたらす可能性

が大きい。とくに、金融市場や金融制度が未発達な場合や未組織金融市場が存在

する場合、金融市場の自由化は高金利をもたらし、深刻なリセッションを引き起

こす。これらの問題は、政治的、社会的対立を激化させ、自由化と安定化政策の

持続可能性を大きく損なうことになる。

したがって、オーソドックス・タイプの安定化政策と自由化との組合せの場合、

これらが必ずしも適切な期間のうちに経済成長の回復をもたらすことは必ずしも

保証されない。適切な期間というのは、経済改革が実施され経済が停滞すること

に対し、社会が耐え得る期間のことである。価格メカニズムが正常化したとして
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も、投資は瞬時に反応しない。実質為替レートが切下がったとしても、輸出が拡

大するには時間を必要とする。とくに、経済改革の各政策に整合性が欠如する場

合には、民間の経済改革に対するクレディピリティーは生まれず、国内投資が高

まらない可能性が存在する。これらの点に関連して、Dornbusch[1991,pl9］は

以下のように述べている。「経済安定化の議論は伝統的に、財政緊縮、競争的な

為替レート、健全な金融市場ならびに規制緩和が、成長の回復の条件を提供する

と仮定してきた。しかし、必要条件と十分条件を区別しておかなければならない。

調整は成長の回復にとって必要条件であるが、必ずしも十分条件ではない。なぜ

なら、資産保有者は逃避資本を環流させるのを延期するかもしれないし、投資家

はプロジェクトの開始を遅らせるかもしれないからである」。かかる問題は、経

済改革に対するクレディピリティーが欠如する場合、投資家の反応に遅れがあり

構造調整のスピードが遅い可能性を指摘している点で重要である。それが十分に

遅い場合には、社会的・政治的理由から経済改革は維持できなくなるであろう。

したがって、安定化政策と自由化政策との関係は単純ではなく、個々の国々の

初期条件（マクロ不均衡の程度、デイストーション・介入の程度、政治的・社会

的安定の程度など）の違いに応じて、安定化政策と自由化政策の関係、順序は一

義的ではなく、現実的な政策対応の場面においては一般論は存在しない。唯一こ

れまでの経験から議論し得るのは、安定化と自由化にコンシステンシ－が保たれ

なければならないことである。たとえば、インフレ目標、貨幣供給成長率、為替

レート切下げ率、財政赤字の水準、経済成長率、国際競争力などの間の整合性で

あり、かつ、これらの変数とそれぞれの分野における自由化、調整のスピード・

程度との整合性である。さらには、政治的安定性との整合性も重要であろう。こ

れらの整合性を考慮することによって、改革の順序やタイミング、さらには改革

が漸進的であるべきか急進的であるべきかなどの問題が決定されるべきであろう。

しかし、残念ながら、調整コスト、不完全慨報、外部経済性などの問題が存在す

るため、整合的な政策の組み合わせを見つけ、それを実施することは極めて困難

であり、現在試みられているラテンアメリカ諸国の多くの経済改革においても、

かなりの部分が試行錯誤で実施されており、必ずしも政策間のコンシステンシ－

が保証されているとは限らないであろう。これらの評価は今後の課題である゜
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（２）自由化政策のクレディピリティーの問題

自由化政策が持続するか否かは、自由化政策自体に対する民間のクレディピリ

ティーに決定的に依存している。そもそも、かなりの経済危機からネオリベラル

な経済政策が出発したことを考慮すると、政策は当初から大きな不確実性を抱え

ていることを否めない。また、上で述べたように、経済安定化とあいまって自由

化の進展によって経済停滞が深刻となれば、改革が挫折するのではないかという

予想が強まり、改革に対する政治的・社会的抵抗とともにクレディピリティーが

弱められていく。さらに、クレディピリティーが欠如すれば、自由化に基づく調

整へのインセンティプを弱め、生産の効率化を低下させると同時に、改革を持続

させることを困難とする。したがって、最も重要な問題として、クレディピリテ

ィーへの懐疑自体が民間投資などの自由化に対する反応を弱め、このことが改革

が成功する確率を低め、さらにクレディピリティーを弱める悪循環が存在するこ

とを考慮しておかなければならない。

かかる問題に対して、Calvo[1989ｺは２期間モデルを用い、クレディピリティ

ーの欠如が次期には改革が中止されるという予想を支配的とさせることによって、

異時点間での消費と投資の配分に影瀞することを分析している。すなわち、人々

は自由化が挫折すると予想する来期の消費より今期の消費により強い選好を持つ

ため、今期には消費（輸入）が拡大し、投資が低下することになる。したがって、

貿易収支の赤字が拡大し、それをファイナンスするために海外資金に依存するこ

とになる。また、DornbuschD988］は、貿易財部門と非貿易財部門間との投資の

配分にクレディピリティーが影響することを議論しており、自由化が挫折する確

率が投資のコストとなるため、非貿易財部門から貿易財部門への資源の移転を弱

めることを示している。

さらにRodrikD992］は、クレディピリティーと投資の関係から、改革が成功

するケースと失敗するケースの２つのケースを持ちうるモデルを示している。い

ま、投資の水単の決定を改革が挫折するという確率の関数とする。１１曲線は改

革が挫折する確率が大なら投資はより小さくなることを示している。逆に、改革

が挫折する確率の決定は投資のレベルの関数とする。元元曲線は、投資のレベル

が小さければ小さいほど改革が挫折する確率が高いことを示している。図１にみ

るように、モデルは２つの均衡点を持つ。ロドリックは、どちらの均衡が実現さ
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れるかは不明であることから、少

なくとも改革が成功するかどうか

不確実であるといえるとしている。改

ただし､ある与えられた艫…蟇
とで投資が望ましい水幽に比べて挫

大きけれ…が縮小し逆に腱賢尊
が過小であれば投資が高まるといる

う役…蓬ﾌﾟ｡ｾｽと､ある与驚
えられた投資水準のもとで改革が

挫折する確率が過大であればそれ

が低下するという確率の調整プロ
０

＜図１＞

Ｕ投資
セスを仮定するなら、惑い方の均

衡が実現すると議論を拡張することが可能である。このとき、改革が失敗する均

衡は安定的で、成功する均衡は不安定（サドル・パス）となる（補論参照）。

では、自由化のクレディピリティーを高めるには何が有効であろうか。すでに

議論したように、政策的整合性の維持、適切な為替レートと財政規律の維持がな

により必要である。また、改革の順序（sequence)、速さ（speed)、範囲（scope）

の３つの最適なＳを、それぞれの経済状況に応じて見つけ出し、改革のフィージ

ピリティーを高めることも必要である。さらに、政府の対外的、対内的レビュテ

ーションとコミットメント・メカニズムを作ることも必要である。経済閣僚の頻

繁な交代や、汚職などの不正な取引によって政府のレビュテーションを低下させ

ることは避けるべきである。また、当然のことであるが、ひとたび開始された政

策は、初期にアナウンスされた予定通りに股後まで実施するなど、政府のコミッ

トメントは厳格に守るべきである。この点に関し、ＮＡＦＴＡのような地域統合

のフレームに参加することは、改革を後戻りさせないことを対外的に制約する

（ロッキングイン効果）という意味で、有効であるかもしれない（スミス・西島

[1995]）。

（３）調整の社会的コスト

自由化はいかに経済全体として有益であっても、必ずや調整コストと再配分の
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インパクトを持っている。しかも、各セクターに異なる影響を与えるため、深刻

なセクター間、階級間の対立を生み、これらの政策の遂行を阻む圧力として立ち

はだかる。とくに、最貧層や輸入競争にさらされる農業部門への影響が大きいこ

とは想像に難くない。

関税などの保護政策が廃止されれば輸入競争産業は厳しい国際競争に直面し、

生産の縮小、失業の増加というコストを被る。輸出産業は、輸出補助がなくなれ

ばダメージを受けるが、輸出税の廃止は有利である。また、輸入制限の廃止は輸

出財への相対価格の上昇を意味し、輸出産業を有利とする。しかし、より重要な

のは、自由化とともに実施される為替レートの切り下げであり、これは輸出産業

に有利に、輸入競争産業と国内財産業に不利となる。

都市の組織労働者は、大部分が非貿易財、輸入競争財産業に従事しているので、

国内需要の抑制や自由化に反対する。都市インフォーマル・セクターなどに滞留

する貧困層の労働者は、財政均衡化のための食糧補助金カットなどへの抵抗を示

す。また、都市部門の消費者にとって、輸入消費財が重要である場合、為替レー

トの切下げは輸入財価格の上昇をもたらすため、これに反対する。この他、政府

系企業の民営化や行政機櫛の改革に対し、政府部門自体、とくに公務員が圧力団

体となる問題などが存在する。このような対立が深刻となれば改革の遂行能力は

著しく阻害される。

ところで、経済改革の遂行能力が低いことは次の重要な問題をもたらす点に注

意しておかなければならない。すなわち、たとえ経済改革が可能であったとして

も、以上のような政治的抵抗が存在し議会運営が困難な場合、経済改革において

危倶されることは、改革が最も抵抗の少ない領域から着手される傾向を持ってい

ることである。一般的に、資源配分のデイストーションの大きい領域における改

革が高い経済合理性を有していると認められるが、かかる領域では既得権益も大

きく、改革への抵抗は強硬であり、このため改革は実施され難いといえる。した

がって、政治的理由から選択される改革は、必ずしも高い経済的合理性を有して

いる保証はないのである。

ところで、経済改革にコストと政治的抵抗がともなう場合、改革のプロセスの

決定をいっそう困難とする。一例をあげれば、改革が漸進的であるべきか急進的

（ショック厩法）であるべきかの問題がある。経済改革が漸進主義に基づいて実
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施される場合、失業などのコストが少ないことから、改革への支持が形成されや

すいであろう。たとえば、漸進的な改革においては資源配分の調整スピードを改

革のそれにあわせることが可能で、民間部門の対応に時間的余裕を与えることが

できる。しかし、漸進的な改革は、損失を被るグループやセクターからの組織的

抵抗、ロピーングに対しても時間的余裕と可能性を与えることになり、これが改

革の妨げとなるという問題を有している。また、漸進主義の場合、あまりに長期

間にわたり改革が引き続き、将来に改革が変更されると人々が予想すれば、クレ

デイビリティーは形成されない。

逆に、急進主義の場合、失業などのコストが大きく、改革に対する支持は少な

いであろう。しかし、反面において諸々の抵抗に対して時間的余裕を与えないた

めに、クレディピリティーの喪失という問題は少ないとも考えられる。また、急

進主義の場合、パッケージとして改革が進められるので、改革の全体像の把握が

可能で、クレディピリティーを得られ易いかもしれない。この場合、いうまでも

なく政策パッケージは整合的であらねばならない。いずれにせよ、改革にコスト

が存在しこれに対して各セクターからの政治的抵抗が生じる場合には、経済改革

の実施ならびに決定プロセスを困難なものとするのである。

したがって、今後も貧困問題、分配問題、深刻な階級対立の中で、社会的コス

トをともなう経済改革を推し進めるには、政治的コアリションと社会的コストへ

の手当を行い、経済改革と政治的・社会的安定のバランスを保つことが不可欠で

ある。さもなくば、経済改革の強行は遅かれ早かれ社会的・政治的不安定化をも

たらし、これまでのラテンアメリカのパターンであった政権交代や、軍事的介入、

騒乱を繰り返す可能性が高い。現在良好な経済パフォーマンスを実現している国

にあっても、改革がもたらす犠牲やコストに対しかなりの不満が鱒積しているで

あろうし、うまくいっていない国においても成果の乏しい経済パフォーマンスに

不満を持っていることに注意しなければならない。経済改革が一定の成果をもた

らし、それが人々に配分されるまでの時間が長ければ長いほど、また、経済改革

の調整コストに社会が耐えられる時間が短ければ短いほど、事態は深刻である。

（４）政府の役割

一般的に、規模の経済、外部経済性、情報の不完全性が存在すれば、市場メカ
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ニズムに基づく調整が最適とはならず、政府が介入する余地を与える。ネオリベ

ラリズムとの文脈において、ラテンアメリカのような途上国の重要な－つの問題

は、貿易自由化によって国内産業が厳しい競争にさらされ、規模の経済性を有す

る産業が縮小する場合、長期的な成長性を損なう可能性を持つことである。最近

のレビジョニストの東アジア諸国に関する考え方によれば、東アジア諸国の成功

は単に市場メカニズムだけに帰するのではなく、一定の政府の役割があったこと

を認めている。とくに、輿pickingwinner同として潜在的に比較優位をもつ産業

に対し、有効な産業政策を実施してきたことが東アジアの高成長の一つの要因で

あったことは重要である。この意味で、ラテンアメリカにおいても、ネオリベラ

リズムのなかでどのような政府の役割があり得るのかを考えることは極めて重要

な課題である。

ただし、ラテンアメリカに関しては、政府の直接的介入がうまく機能する制度

的枠組みが存在するか否かについて十分な議論が必要である。少なくとも、東ア

ジアとまったく同様の政府の介入の方法がラテンアメリカでも有効であるとはい

えないであろう。東アジアの場合、政府の介入は基本的にマクロ的に安定した状

況下で行われていたこと、政府に規律がありインセンティプ・ストラクチャーに

大きな問題を持たなかったこと、レントシーキングが深刻な社会ではないこと、

政府の政策遂行へのコミットメントが遵守されたことなどを考慮しておかなけれ

ばならない。ラテンアメリカにおける政府の役割とは何か、ネオリベラリズムの

もとで整合的な政府の介入とは何かについて明らかにすることは、今後の極めて

重要な研究課題である。

第３節ネオリベラリズムの諸相

以下ではブラジル、メキシコ、チリを事例に、上で述べた緒問題のいくつかの

現実的なケースを検討しよう。

（１）ブラジル

ブラジルは1994年７月からの「レアル計画」の実施によって、現在インフレー

ションの抑制が実現している（西島[1995]）。「レアル計画」は基本的に為替し
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一卜を価格のアンカーとするインフレ抑制策であり、為替レート・アンカーに期

待されるインフレ抑制のメカニズムは、以下のように議論される。為替レートを

固定化すれば、十分に対外的に開放された小国であれば、貿易財価格は世界価格

に一致する。世界インフレ率は国内インフレ率より十分に低いはずであるから、

少なくとも貿易財のインフレ率は世界インフレ率にまで低下する。一方、非貿易

財に関しては、貿易財と非貿易財の相対価格の変化（非貿易財価格の相対的上昇）

によって非貿易財が超過供給となるため、非貿易財の価格が低下し始める。かか

る調整が進めば、いずれ世界インフレ率と等しくなる。

しかし、安定化に対して期待される為替レート・アンカーの役割はこれだけで

はない。とくにプラゾルのように貿易財部門の比率が低い経済にあっては、貿易

財部門のインフレ抑制から出発するインフレ抑制政策は必ずしも有効でないかも

しれない。むしろ、プラジルのように長期間にわたり高いインフレーションを経

験してきた国においては、インフレ期待が支配的となっており、インフレーショ

ンにともなう実質所得の損失を防ぐための様々な行動が支配的となっているが、

これらの行動に対してアンカーの導入が直接的に影響すると期待されることであ

る。様々な行動とは、予想インフレ率を用いて事前に価格設定を行う行動や、イ

ンフレ予想に為替レートの切り下げ率を指標とすること、種々のインデクセーシ

ョンを導入すること、ドル資産を保有すること、などである。これらの行動自体

が、いっそうインフレ率を高めるか、インフレーションを継続させる要因であっ

た。したがって、為替レート・アンカーは、アンカー政策に対し民間が十分なク

レディピリティーを持つ限り、かかる行動に直接的に働きかけ、インフレーショ

ンを瞬時に終息させると期待されるのである（西島[1995]）。

しかし、為替レートをアンカーとする安定化政策の長期的な有効性は、為替レ

ートの固定化だけでは満たされない。世界インフレ率と整合的な貨幣供給政策、

財政政策が実施されていなければ、いずれインフレ率が上昇し、固定化された為

替レートと現実のインフレ率が乖離していき、実質為替レートの過大評価が生じ

るからである。現実には、為替レートのアンカー政策が、瞬時に国内インフレ率

をゼロとすることは期待できない。何故なら、国内の需要成長率がゼロであり、

かつフォーマル、インフォーマルなインデクセーションが完全に廃止されない限

り、国内インフレ率が世界インフレ率を上回るからである。したがって、長期均
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衝への調整プロセスにおいては現実の為替レートは過大評価となり、貿易赤字が

もたらされる。潤沢な資本流入によって貿易赤字を十分にファイナンスできない

状況となれば、貿易赤字の持続は困難であり、いずれアンカー政策を放棄せざる

を得なくなる。このため、為替レートの過大評価を深刻化しないことが「レアル

計画」の長期的持続性にとっての第１の条件となる。1996年３月現在、「レアル

計画」を開始した94年７月からの累秘インフレ率は42％に達しており、この間い

くどかの為替レートの切下げが実施されたものの依然として１レアルー１ドルあ

たりであり、かなりの過大評価となっていることは否めない。

しかし、為替レート・アンカーは、貿易財価格のシーリングとインフレ期待の

シーリングを設定するのみならず、為替レート・アンカーを維持すること自体が

カルドーゾ政権の安定化へのコミットメントを示すシグナルとして機能し、国民

と議会に対し「レアル計画」のクレディピリティーを維持させるのに不可欠であ

ることから、安定化政策を成功させるためには為替レート・アンカーを放棄する

ことはできない。一方、既に述べたように、為替レート・アンカーを継続すれば

過大評価は避けられない。ここに深刻なトレード・オフが存在するのである。

今後は、１ドル＝１レアルのレベルでのアンカーに固執するのではなく、アン

カーの機能を維持しながら適宜為替レートの切下げを実施していくことが肝要と

なる。さもなくば、為替レート・アンカー政策自体のクレディピリティーが失わ

れていくか、貿易赤字を減らすために保護貿易的な政策が復活するからである。

例えば、1995年には自動車、電気製品などの耐久消費財に対して輸入関税が20％、

32％、７０％へと急激に引き上げられ、また自動車に対して輸入割当制を採用する

などの措置がとられている。自動車の輸入割当に対しては、ＷＴＯからの警告を

受けて同年10月に撤回しているものの、７０％の関税率は維持されている。これら

の保護主義への回帰は、ネオリベラリズムとは相入れないものである。この意味

で、現在のブラジルでかなりの過大評価となっている点に注意が必要である。

為替レートをアンカーとする安定化政策の長期的な有効性を保証するには、第

２の条件として総需要管理が過大評価をもたらさないための鍵となる。しかし、

総需要管理の行先きは不透明である。現在のところ、総需要管理にはもっぱら高

金利政策が割り当てられている。1995年は年率で約25％～30％の高い実質金利で

あったが、こうした高金利は需要面からのインフレ圧力を抑えることと、固定為
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替レートを維持するための為替市場オペレーションに必要な外資流入の確保を可

能とする。しかし、高金利は海外金利との著しい格差を生み出し、大量の海外資

金を流入させており、短期資金の流入の増大には注意が必要である。９４年末から

９５年初頭にかけて発生したメキシコの金融危機の経験が示唆するように、過度に

短期資金に依存した状況となれば、安定化政策の成否が対外的要因に左右される

ことになる。したがって、資本流入は現在の安定化政策にとって不可欠であると

同時に、過度の依存が安定化政策そのものを脆弱化させる危険性をも有しており、

いわば「諸刃の剣」であり、慎重な対応が必要である。

さらに、高金利政策が維持されているために、外資流入によって通貨需要が急

激に拡大しており、これを国債の発行で吸収せざるを得ず、国債が急激に累積し

ている。しかも、1995年には再び財政赤字に逆戻りし、かかる財政赤字は主とし

て国債の発行でファイナンスされているため、民間保有の国債残高は急増してお

り、他の政府債務を含めると95年７月の時点でＧＤＰの10％に達している。この

水準は、９０年にコロル政権が金融資産の封鎖を強行し、実質的に国償の清算を行

った時点の民間保有の国償残高とほぼ同じ水辿である。しかし、国償の返済を手

当するのは基本的に財政黒字である。このためには、長期的には財政のいっそう

の健全化が必須となる。さもなくば、国債の返済を国償の発行でまかなうという

プロセスが続くことになる。

結局、以上の国債累積を断ち切るためには、いっそうの財政健全化を目指す制

度改革が必要である。ブラジルはこれまでに、ネオリベラリズムに立脚し、市場

開放、規制緩和、民営化など様々な分野においての制度改革を試みてきた。しか

し、他方で、財政健全化における様々な改革、とくに憲法改正をともなう懸案に

関しては、依然として積み残しが多い。現在のブラジルにおいては、抜本的な財

政の健全化を実現するには、社会保障、行政改革、税制改革、州政府・市政府へ

の移転支出の問題などの分野において、憲法改正が必要である．これらの改正が

実現するかどうかは、カルドーゾ政権自体の信頼性のみならず、安定化政策の長

期持続性にとって極めて繭要である。しかし、かかる改革の成功を保証する政治

的基盤は存在しない。この意味で安定化政策の長期的持続性の問題は極めて政治

的問題であるともいえる。
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（２）メキシコ

メキシコは、1988年から94年にかけてのサリナス政権下で、ネオリベラリズム

に基づき経済安定化とともに様々な市場自由化を実現してきた。このような市場

自由化は、生産性の改善や輸出の急成長を可能とすると同時に海外資金の流入を

もたらし、実質成長率の回復を実現してきた。しかし、ＮＡＦＴＡがスターとし

た1994年は、輸入自由化と過大評価レートによってメキシコの貿易赤字が急激な

拡大をみせたのに対し、資本流入は急速に低下し94年の流入額は最終的に116億

ドル程度となり、９３年の326億ドルを大幅に下回る結果となった。こうした資本

流入の激減は、９４年初頭のチアパス等の政治不安や貿易赤字の深刻化などによる

カントリー・リスクの悪化を反映したものであり、既に金融危機への条件が醸造

されていたといえる。８０年代の資金流入の主役であった銀行融資に変わり、９０年

代は証券投資を主体とする資金流入であるだけに、金融危機は逃げ足の速い証券

投資に依存したエマージング・マーケットの脆弱さを露呈することとなった。

＿メキシコの金融危機の直接的な端緒は、1994年11月に米国の公定歩合が引き上

げられたことにある。これを契機として、カントリー・リスクが高まりつつある

メキシコより、安全で利回りの高くなった米国の債券へと資金が環流し始め、外

貨準備が激減する事態となった。このためメキシコ政府は、１２月20日に14％の為

替レートの切下げを発表したが、いっそうのペソ不安を煽る形となり、ペソ売り

圧力に耐えられず22日には完全変動相場制に移行した。市場はすばやく反応し、

約一カ月後には65のペソの急落となった。外貨準備は、９４年末の61億ドルから１

月末には35億ドルにまで低下することになった。それまでのメキシコは為替レー

トを価格のアンカーとしていただけに、１２月20日の為替レートの切下げは、経済

政策の非整合性を市場に確信させたことになり、市場がこれにすばやく反応した

のは当然のことであった。

金融危機のため、メキシコ国内では1995年には極めて厳しい財政・金融政策を

強いられることとなった。しかし、金融引き締めと増税に基づく厳しいデフレ政

策は、貿易．経常収支の改善をもたらしたものの、1995年の実質経済成長率はマ

イナス６％となる見込みである。また、短期国債セテスの利回りが実質で年50％

となるなど、著しい高金利となっており、不況が深刻化するなか銀行貸し付け残

高の16.5％が回収できないほどの状況であり、メキシコの金融部門は厳しい状況
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に置かれている。９４年にベネズエラで生じた銀行倒産を契機とする経済危機が危

倶されるところである。また、エル・フィナンシエロ誌によると、外国投資は９５

年の11カ月で267億ドルも低下したと伝えている。いまやメキシコでは、弱小企

業が次々と倒産し、街には失業者が溢れ、かつてのエマージング・マーケットの

勢いはない。当面は金融危機の後遺症から脱却するために、低成長に甘んじなけ

ればならないでろう。性急な市場自由化の導入によって農民層の分解など貧困問

題が悪化しているだけに、事態は深刻である。

いま一つのメキシコの深刻な問題は、混迷する政治的状況である。ＮＡＦＴＡ

の発足と当時に発生したチアパス州での武装蜂起に関し先住民組織「サパチスタ」

との政府交渉は決着しておらず、依然として「サパチスタ」の政府批判が続いて

いる。また、コロシオ制度的革命党（ＰＲＩ）大統領候補の暗殺やルイス・マシ

ューＰＲＩ幹事長暗殺の真相解明は依然としてなされておらず、政治的混乱が続

いている。しかも、これらの事件の前サリナス大統領の関与も取り沙汰されてい

る。これらの政治的状況は、６５年間にわたり事実上の一党独裁を続けてきたＰＲ

Ｉ保守派の政治改革への抵抗が生み出していると考えられている。

しかし、メキシコの社会的公正の実現のためには政治の民主化のための政治改

革が必要である。セディジョ大統領が政治改革を強行すれば、ＰＲＩが分裂する

可能性を否定できない。かかる政治的混乱となれば金融危機からの脱却を困難と

する。しかし、政治改革を実現できなければ、貧困問題などの社会的公正を実現

できないばかりか、混迷する政治的状況を打破することができず国際金融市場か

らの信頼は得られない。

メキシコは現在厳しい経済状況にあるが、このことは必ずしもネオリベラリズ

ムに基づく経済戦略自体の成否を判断する材料を提供しているわけではない。い

まだネオリベラリズムの経済戦略の実施過程にあるからである。しかし、メキシ

コの経験はいくつかの教訓を示唆している。とくに、国内に深刻な政治的不安定

を抱えている状況下で、急激に市場自由化を推し進めることは、様々な問題をも

たらす。自由化に伴う構造調整のコストがいっそう政治的不安定性を深刻とする

こと、このために高い成長率を維持しなければならないが、資本市場の自由化の

もと必然的に外資流入に強く依存することなどである。しかし、他方で、景気の

後退に依存しない形でインフレーションを抑制するために維持される為替レート
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の過大評価は、持続不可能な貿易収支赤字をもたらし、為替レートの切下げ予想

を一般化させる。資金流入の多くの部分が短期の資金であるため、これらの資金

は為替の切下げ予想に極めて敏感であり、逃げ足が速い。これらの意味で、政治

的不安定性は、ネオリベラリズムの遂行に重大な制約要因となることを否定でき

ない（西島[1996]）。

（３）チリ

チリは、1970年代半ばよりネオリベラリズムに基づいた経済政策を開始してお

り、既に20年以上にわたり経済・政治・社会面での様々な改革に着手し、今日で

はラテンアメリカのなかで最も安定した国であり、かつ、広範な自由化を実現し

た国となっている。８０年代初頭には、厳しい経済停滞を経験したものの、以後は

良好な経済パフォーマンスを実現しており、８０年代の全般にわたり深刻な経済危

機を迎えた他のラテンアメリカ諸国とは極めて対照的である。チリ経済は、９０年

代にはいっそうのマクロ的安定と継続的な経済成長を達成している。しかし、

「優等生」といわれるチリ経済にあっても、依然として様々な課題を抱えている

ことも事実である。ネオリベラルな経済政策のもとで、いかに社会的公正を実現

しながら長期的に経済成長を持続させるのかという問題である（西島[1995]ル

ピノチェト政権からのネオリベラルな経済政策は、現実にどの程度の貧困問題

と所得分配の悪化をもたらしたのであろうか。表１は、貧困世帯と極貧世帯の割

合の推移を示している。このデータ自体は定義の問題などから、必ずしも厳密で

はない。しかし、同じ定義で時間的変化を捉えている限り、傾向を知る上で有効

である。２つの事実が明らかである。第１は、アジェンデ政権の始まりであった

1970年から87年までに、いずれの定義においてもかなりの程度で貧困世帯の増大

がみられること、またこの傾向はとくに都市部で顕著なことである。このような

貧困世帯の増加は、明らかにネオリペラルな経済政策の結果である。第２の点は、

87年以降は着実な改善がみられることと、都市部と農村部の格差が縮小したこと

である。このデータからは、いつの時点で貧困悪化の傾向が逆転したかは定かで

はないが、ネオリベラルな経済政策が実施されてから、かなりの時間を必要とし

たことは疑いようがない。
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【表１】貧困世帯の割合

(単位：％）

出所:蝋霊ｉｉｉ：(瀞燃柵.洲:hfA1:岡M::：鵬１．
表２は、所得分配の時間的変化を示しているが、貧困世帯の動向とほぼ同じ傾

向にある。ビノチェト政権下では、アジェンデ政楢の時期に比べて所得分配は悪

化している。しかし、エイルウィン政権の時代となって改善の方向を示している。

ただし、最下位の40％の合計は10.1％で、かなりアジェンデ政権下の水準に近く

なっているが、第三、第四分位の合計である28.4％はアジェンデ時代の34.0％と

かなりの開きがある。この差を反映して、最高位は依然と高いシェアを維持して

いるのに対し、中間屑は現在もなお所得分配上の悪化を被っているといえる。

1980年代後半からの貧困・分配問題（とくに貧困問題）が改善した要因として

いくつか考慮しうる。Ｍａ｢celandSo1imano[1994］の計fit的研究では、稼働率の

上昇もしくは失業率の低下、実質最低賃金の上昇、などが有意な説明変数であり、

経済成長の回復とともに労働市場がタイトとなったことが、低所得者層の分配上

の改善をもたらした基本的な要因であることを明らかにしている。さらに興味深

い研究としてScottD995］は、各地域間のクロスセクション・データを利用し

た回帰分析で、輸出成長の高い地域では貧困世帯が減少する関係を明らかにして

いる。このような研究に基づけば、輸出主導に基づく高い経済成長が貧困問題の

解消と何らかの関係があったことに着目すべきであり、今後も貧困・所得分配問

－４５－

1970１９７８１９９０１９９２

貧困世帯都市１２．０３６．６３４．２２７．７

農村２５．０４４．９３６．３２８．９

全体１７．０３８．１３４．６２７．７

極貧世帯都市3.013.0１０．８７．１

農村11.0１５．７１４．９８．５

全体６．５１３．５１１．６７．３

貧困世帯：般低限の食鰯・必需品を職人できる所得以下の世帯。

極貧世帯：股低限の食綴を購入できる所得以下の世帯。



【表２】大サンチャゴ圏における所得分配

(単位：％）

出所：表１と同じ。

題の改善を持続していくためには、チリ経済が高い輸出成長と経済成長を持続す

ることが－つの基本的条件であると理解できる。

しかし、今後のチリ経済において、このような基本的条件のみで十分な程度に

しかも速いスピードで貧困・所得分配問題の解決が可能かどうか、不明確である。

しかも、現在においてもなお国民の四分の一以上が貧困ラインにあることや、富

裕な20％の階層が所得全体の61.5％を占めている分配状況は、依然として極めて

深刻な問題を内包し続けていることに変わりない。この意味で、社会保障など社

会関連政策の改善が不可欠である。

エイルウイン政権の政策的プライオリティ－の一つは、社会福祉の拡充にあっ

た。ＧＤＰにおける社会関連支出の比率は、1990年の13.9％から93年には15.3％

に上昇している.しかも、このような、とくに貧困層を対象とする社会関連支出

の拡大は、付加価値税・法人税・個人所得税などの税制改革に基づく税収増によ

ってファイナンスされており、かつてのポピュリスト政権にみられた財政悪化を

もたらすものではない。また、労働政策に関しても、労働組合への制限の緩和、

退職金の支払方法の改善などの一定の前進を見せている。しかし、これらの措置

だけでは明らかに不十分であり、抜本的解決とはいえない現状である。

とくに、民営化された各種の社会保障サービスの問題点が重要である。1980年

－４６－

プレイＨ権ｱｼﾞｴﾝﾃﾞ鮠上・ノチエト雌ｴｲﾙｳｨﾝBｉｌｌ

1965-701971-731974-891990-93

最低分位２０％３．２３．１２．７３．４

第２分位２０％７．１７．５６．４６．７

第３分位２０％１１．４１２．５１０．６１０．５

第４分位２０％１９．７２１．５１８．３１７．９

最高分位２０％５８．６５５．４62.0６Ｌ５

最高分位／最低分位１９．５１７．９２３．０１８．１

ジニ係数0.4940.4740.5520.510



代には、徹底した保健・医療サービス、社会保障（年金）制度などの民営化が実

施されたが、このようなシステムにおいては、富裕層のみが民営化された各種サ

ービスにアクセス可能で、自営業、半失業者、失業者などの貧困層は十分にこれ

らのサービスを享受できない問題がある。さらに、政府から民営化されたセクタ

ーにシステマティックに資源の移転がなされ、反対に政府から貧困層へのサービ

スが低下することから、二重の意味で貧困層の置かれる立場は劣悪となる（Ve｢－

ｇａｒａ[1993]）。また、労働組合の権利回復は一応の成果を見せているが、人口成

長、自由化によるリストラ、労働生産性の改善などから増大すると予想される未

組織労働者の問題が改善したわけではない。

いうまでもなく、市場メカニズムに立脚したネオリベラルな経済政策は正しい

選択であるが、それだけで全ての経済・社会問題が解決されるわけではない。と

くに、チリのように長期間にわたる軍事政権下で貧困問題の深刻化を経験した国

にあっては、成長と公正が相伴わずして、安定的な民主主義体制を実現していく

のは困難である。しかし、政府が公正の問題にどの程度直接的に関与するかは、

センシティプな問題である。直接的に貧困層に向けられる再分配政策や補償プロ

グラムは、慈善的な性格が強く、不公正の根源を攻撃するものではない。また、

あまりに社会政策へ希少な資源が配分されれば、経済の成長性を損なうかもしれ

ない。結局、チリという国の政治・社会的状況を考慮したうえで、成長と公正を

両立させる最適な「政府」と「市場」の組み合わせを、いかに見つけ出すかとい

う問題に立ち帰る。この問題は、今後のチリ経済にとって、最大の課題であり、

もっとも困難な問題でもある。

ここでチリのネオリベラルな経済政策の実験を振り返れば、一つの教訓を得る

ことができる。一般的に、ポピュリスト政権下の過度の政府介入がもたらした市

場メカニズムの歪みを是正し、正常な資源配分メカニズムを回復するには、極め

て長い期間を必要とする。しかも、この間極めて深刻な経済停滞が引き続き、貧

困・所得分配が著しく悪化することは不可避である。チリは、このような問題に

対して、ある時は軍事政権による弾圧により、ある時は様々な社会プログラムの

実施により、ネオリベラルな経済政策下の社会的安定をどうにか維持してきたと

いえるかもしれない。しかし、ここで指摘すべきは、貧困問題・分配問題の悪化

という社会的コストを支払いながらも、経済政策の整合性と継続性が保たれたこ

－４７－



とが、人々の経済政策へのクレディピリティーを作りだし、将来における経済の

回復を確信させたことではなかろうか。ラテンアメリカ経済は、これまでの歴史

的特徴として、自由主義的な経済政策を実施しても社会的不安定化に耐えきれず、

ポビュリスト的政策に逆戻りし、最終的に経済が破綻するというパターンを繰り

返してきた。この意味で、経済政策の整合性と継続性が保たれることが決定的に

重要である。

第４節結語：ネオリベラリズムの課題

現在、ラテンアメリカの多くの諸国がネオリベラルな経済政策を実施している

が、それぞれに様々な問題点を抱えている。

第１は、為替レート・アンカーに依拠する安定化政策の脆弱性である。確かに、

アンカー政策は、ヘテロドックス．タイプの安定化政策（西島[1993]）に比べ優

れた点を有している。イナーシャル・インフレ、インフレ期待が支配する経済で、

瞬時的にインフレを抑制し、ディス・インフレのコストをもたらさないという点

で、これまでで股も優れた安定化政策であることは間違いない。しかし、ネオリ

ベラリズムに基づく自由化が要求する為替レートの切り下げと、為替アンカー政

策のクディピリティーとは対立する。供給サイドにまでネオリベラリズムの効果

が浸透し、輸出が拡大するまでの間、貿易黒字をファイナンスするために海外資

金の流入に依存しなければならない。しかし、短期の海外資金流入に対しては極

めて慎重な管理が要求される。

第２は、チリは既に1970年代の中頃からネオリベラリズムに基づく経済政策を

実施してきているが、チリのネオリベラリズムは粁余曲折を経ながらも、長い期

間をかけて達成してきたという事実がある。これに対し、今日のブラジル、メキ

シコの自由化の試みは極めて急激である。例えば、メキシコの金融危機は、櫛造

調整の途中の段階で急激に短期の外国資金流入に依存した結果である。また、政

治的、社会的に成熟していない段階での性急なネオリベラルな経済政策の実施が

もたらした結果であるともいえる。本稿ではメキシコの社会問題には触れられな

かったが、ネオリベラリズムと社会的公正の問題は今後いっそう重要となること

は確実である。
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第３は、ネオリベラリズムに基づく場合でも、過度の政府介入がもたらした市

場メカニズムの歪みを是正し、正常な資源配分メカニズムを回復するには、長い

時間を要することである。この間、構造調整がもたらす社会的コストが政治的不

安定性を深刻化することは免れない。だが、チリの経験から学ぶべきは、チリに

おいては貧困問題・分配問題の悪化という社会的コストに直面しながらも、経済

政策の整合性と継続性を維持してきた事実である。いうまでもなく、経済政策の

整合性と継続性にとって、政治的安定性が果たす役割は重要である。

もちろん、ブラジル、メキシコとチリの経験を比鮫して得られる教訓を語ると

き、チリにおいては軍事政権下でのネオリベラルな経済政策の実施であったが、

ブラジル、メキシコにおいては民主化確立へのプロセスのなかで、かかる経済政

策を実施している点に留意しておかなければならない。したがって、軍事政権で

あったことがチリのネオリベラルな経済政策の継続に決定的に重要な役割を果た

していたのなら、チリの経験はメキシコなど今日のラテンアメリカ諸国にとって

教訓とはならないかもしれない。逆に言えば、民主政権下でいかに経済政策の整

合性と持続性を実現するかが、今日のラテンアメリカ諸国にとってネオリベラリ

ズムをまっとうさせるための課題であるということになる。

【補論】

いま、投資（１）と改革が失敗する確率（元）の調整プロセスをそれぞれ、あ

る与えられた元のもとで成立するＩの水準より現実の投資が低ければ投資が拡大

し、ある与えられたＩのもとで成立する元の水噸が現実のそれより低ければ改革

が失敗する確率が高まると仮定する。

ｉ＝Ｉ（元）－１

元＝元（１）－－元

体系の安定性を調べるために、これらをテイラー展開し線形近似すると、

－１６１／,元

,元／０１－１ |[:｡‐[二｝
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を得る。トレースは負で、デイターミナントは、１－（８１／ａ元・ａ元／０１）

である。ところで、１／（,I/O汀）はＩ曲線の傾き、８元／０１は元曲線の

傾きであるので、デイターミナントが正で体系が安定となるのはＩ曲線の傾きが

元曲線のそれより大きいときである。逆は、デイターミナントが負となるので体

系は不安定（サドル・パス）となる。したがって、ロドリックのモデルのように、

体系が二つの交点を持つ場合には、元が大きく、Ｉが小さい均衡点、すなわち改

革が失敗する均衡点が安定的で、この点が成立する可能性が高い。
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